見学

郷土の先人たちの功績や長岡の歴史・文化に触れる
エリア

河井継之助記念館

長岡

河井邸跡に建つ河井継之助記念館では、様々な展示品とパネ
ルで継之助の偉業、そして生涯を偲ぶことができます。また展
示室から眺める庭には、継之助終えんの地である只見町から
移植した二本の松や当時から残る手水鉢、石灯籠があり、在り
し日のおもかげに思いをはせることができます。

受入人数

受入期間

通年

ルコニーから遠望できる八町潟、長岡城奪還戦から再落城まで
を再現した模型と音声解説は必見です。

10：00〜17：00

営業期間

（入館は 16：30 まで）

受入人数

ガイドによる解説あり（要事前予約）

30 名程度

受入期間

通年

定休日 月・金曜日・12/1〜3/31

●小・中学生 100
（80）
円 ●高校生・大学生 150
（120）
円
入館料
●大人 200（160）円 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金

入館料 無料

駐車場 大型バスは市営駐車場を利用可能／無料
（要事前申込）

駐車場 大型バス２台

0258-30-1525

営業期間

10：00〜16：00

無料

長岡市大黒町39番地2
0258-21-2688
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
エリア

長岡市郷土史料館

長岡

長岡の文化を築き、活躍した郷土の先人たち
の業績について学習する

エリア

長岡藩主 牧野家史料館

長岡

長岡藩主牧野家と長岡の歴史文化に触れる

河井継之助・小林虎三郎・杉本鉞子・山本五十六など、近世か

「長岡藩主牧野家」をキーワードとして、近世長岡の歴史文化

ら近代にかけて活躍した郷土出身の先人の業績と人となりを紹

の特徴を紹介しています。
「長岡城復元模型」や天守閣に相当

介しています。また、雪国の積雪期に関する民俗資料も展示し

する「御三階復元模型」、藩主牧野家や藩士ゆかりの品々は必

ています。４階展望台からは新潟平野が一望できます。

見です。

受入人数

30 ～ 40 名
※要相談

受入期間

通年

営業期間

9：00 ～ 17：00

受入人数

30 名程度

受入期間

通年

営業期間

9：00 ～ 17：00

定休日 月曜日・祝日の翌日・12 月 28 日～翌年 1 月 4 日

定休日 第 1・3 月曜日・年末年始
（12/28〜1/4）

●小・中学生 150（110）
円 ●高校生 200（150）円
入館料
●大人 300（230）
円 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金

入館料 無料

駐車場 大型バス５台

駐車場 大型バス５台

無料（悠久山公園駐車場を利用）

長岡市御山町80番地24
0258-35-0185
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
12

ます。北越戊辰戦で使用された「四斤山砲」復元模型や２階バ

定休日 年末年始
（臨時休館あり）

長岡市長町1丁目甲1675-1
https://tsuginosuke.net/

長岡

新組地域から見た北越戊辰戦争・偉人・歴史文化を紹介してい

見学メニュー

ガイドによる解説あり（要事前予約）

20 名
（要事前予約）

エリア

北越戊辰戦争での長岡城奪還をめぐる
歴史を学ぶ

継之助の偉業と生涯を偲ぶ

見学メニュー

長岡市北越戊辰戦争伝承館

無料

長岡市幸町2-1-1 さいわいプラザ3階
0258-32-0546
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

見学
エリア

山古志闘牛場「牛の角突き」 山古志

国指定重要無形民俗文化財、
山古志「牛の角突き」

エリア

中山隧道

山古志

手作業で掘られた貴重な土木遺産に触れる

「牛の角突き」は、昔から運搬や農耕の貴重な働手として各家

昭和８年から 16 年もの歳月をかけて、住民の手によって堀ら

庭で飼われていた牛を人々の娯楽として楽しんできました。
「牛

れた全長 877m のトンネル。手堀りのトンネルとしては、日本

の角突き」は、牛が傷つかないように引き分けにするのが特徴

最長のもので、平成 10 年に中山トンネルが 完成するまでの

です。山古志闘牛場で、1トンを超す闘牛同士の勇壮なぶつか

50 年間、生活道路として人々の暮らしを支えてきました。

り合いを特別に開催することが可能です。

受入人数

1,500 名
何名でも可

受入期間

５月〜11 月

営業期間

予約制

定休日 予約制

2戦
臨時開催
3戦

受入人数

50 名

受入期間

５月〜11 月

営業期間

年中無休

定休日 冬期間

約 40 分
約 60 分

77,000 円（税込）
110,000 円（税込）

駐車場 大型バス 10 台以上

入館料 見学無料

無料

駐車場 大型バス２台

長岡市山古志南平地内
0258-59-3933
https://nagaoka-navi.or.jp/event/1985

無料

長岡市山古志東竹沢（小松倉）〜魚沼市
https://nagaoka-navi.or.jp/spot/5997

与板歴史民俗資料館

エリア

与板

（兼続お船ミュージアム）

0258-59-2343

エリア

菊盛記念美術館

和島

上杉家の智将 直江兼続と
日本ビール父 中川清兵衛を学ぶ

作品をじっくりと鑑賞し、
表現力・創造力を育みます

直江兼続の銅像が迎えるこの資料館では、与板地域の歴史や

新潟県出身の菊盛嘉雄氏が、長年にわたって収集した彫刻・絵

郷土の偉人を紹介する資料を多数展示しています。

画を展示した美術館。ロダンをはじめ高村光太郎・柳原義達な

ドイツで修行した日本初のビール醸造人「中川清兵衛の生涯」

ど、日本近代具象彫刻の系譜を概観できます。

コーナーでは、彼の生い立ちから業績をパネルや DVD で紹介。
また、清兵衛にちなんだ「新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ」の
巨大な缶ビールオブジェは、撮影スポットとしておすすめです。

受入人数

約 100〜150 名

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 月曜日・年末年始
（12 月 28 日〜1 月 4 日）
入館料

●小・中学生 150（100）
円
※（

）内は 10 人以上の団体料金

駐車場 大型バス３台

●高校生以上 300（250）円

無料

長岡市与板町与板乙4356
0258-72-2021
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisetsu/bunka/y-minzoku.html

15 名

受入人数

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 12/29〜1/3
（臨時休業があります。）
入館料

●小・中学生 250（150）
円
※（

）内は 20 人以上の団体料金

●高校生以上 400（300）円

駐車場 大型バス 10 台
（和らぎ家前）
長岡市島崎3938
0258-74-3700
http://www.motenashiya.com
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見学

郷土の先人たちの功績や長岡の歴史・文化に触れる

新潟県立歴史博物館

エリア

長岡

雪国の知恵と
縄文人の暮らしを学ぶ
長岡市関原の丘陵に建てられた総面積 1 万㎡の広大な博
物館で、新潟県の歴史、文化を紹介しています。歴史展
示では、
「新潟県のあゆみ」
・
「雪とくらし」
・
「米づくり」を、
縄文展示では、
「縄文人の世界」・「縄文文化を探る」の
展示コーナーを設け、研究員の解説付きで見学できます。
雪国の雁木通りや縄文人の暮らしの実物大のジオラマは
必見です。
見学メニュー

解説付き見学「縄文文化」「雪とくらし」

受入人数

人数制限が
あります

通年

受入期間

営業期間

9：30〜17：00
（券売は 16：30 まで）

定休日 月曜日
（月曜が祝休日の場合は翌平日）

●中学生以下 無料

●高校生・大学生 200
（160）円

入館料 ●大人 520
（410）
円

※（

※学校団体の観覧料は無料

駐車場 大型バス 5 台

）内は 20 人以上の団体料金

無料

長岡市関原町1-2247-2
http://www.nbz.or.jp/

0258-47-6135

馬高縄文館

エリア

長岡

火焔のふるさとで
古代に思いを馳せる
縄文時代の大集落である史跡「馬高・三十稲場遺跡」の
ガイダンス施設。馬高遺跡から出土し、名称の基となった
「火焔土器」をはじめとする火焔型土器、王冠型土器な
どの縄文土器を中心に縄文時代の文化がわかる展示がな
されている。
体験メニュー

勾玉づくり
火起こし
※いずれも教えられる人数に
限りがあるため、応相談。

受入人数

60 名ほど
（応相談）

通年

受入期間

営業期間

9：00〜17：00
（入館 16：30 まで）

定休日 月曜日
（祝祭日の場合は翌平日）・年末年始
入館料

●高校生以下 無料
※（

●大人 200
（150）円

）内は 20 人以上の団体料金

駐車場 大型バス３台

無料

長岡市関原町1丁目3060-1
0258-46-0601
http://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/umataka/
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見学

長岡市寺泊水族博物館

エリア

寺泊

世界の珍しい魚や自然の
生き物を観察し楽しく学ぶ
約 300 種 10,000 点の世界各地の珍しい魚たちを展示
しています。当館は、建物の周りを海に囲まれているため、
館内の飼育生物だけでなく、ウミネコやたくさんの小魚、
海藻など、様々な自然の生き物を楽しむことができます。
展望室からは日本海を一望でき、天気の良い日には佐渡
島を望むことができます。
学校関係の団体向けに「たんけんノート（館内の飼育生物
の名前を調べるワークシート）」や質問タイムなどのプロ
グラムを用意しております。

受入人数

100 名程度

受入期間

通年

営業期間

9：00〜16：30
（最終入館 16：00）

定休日 不定休
入館料

●幼児 200（150）円 ●小学生 350（250）円 ●中学生 450（300）円
●大人 700（500）円 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金

駐車場 大型バス 8 台

無料

長岡市寺泊花立9353番地158
0258-75-4936
http://www.aquarium-teradomari.jp/
エリア

長岡市立科学博物館

長岡

エリア

新潟県立近代美術館

長岡

大地の成り立ちや人と自然の暮らしを知る

自然に囲まれた美術館でアートにふれ
感性を磨く

長岡の地質や歴史を紹介する「長岡のおいたち - 自然史と歴
史」、信濃川に沿って山間部・平野部・海岸部の自然と暮らし
を概観できる「長岡のすがた」、
「重要文化財・受贈資料展示」
があります。博物館入口にある、200 万年前の化石から復元
した全長８m の海牛模型は大迫力です。

地元の収集家による「大光コレクション」を軸とした、近代の
流れを見通せる国内作品の他に、日本の近代美術に関わりの
深いバルビゾン派やナビ派など 19 世紀の西洋美術を収集し、
コレクション展や企画展を通し紹介しています。四季折々の自
然のなかでゆったりとアートにふれることができる美術館です。

見学メニュー

学芸員の解説付き見学（事前に要相談）

30 名程度

受入人数

（ご相談ください）

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

見学メニュー

受入人数

美術館スタッフの展示作品解説（要予約）

要事前相談

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 第 1・3 月曜日・年末年始
（12/28〜1/4）

定休日 月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日が休館。）・展示替期間・年末年始

入館料 無料

入館料

駐車場 大型バス５台

無料

長岡市幸町2-1-1 さいわいプラザ1階
0258-32-0546
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

教育課程に基づく教育活動として観覧する場合、生徒及び引率者の観覧
料が免除されます。事前手続きが必要です。詳細は HP をご覧ください。

駐車場 大型バス４台

無料

長岡市千秋３丁目278-14
0258-28-4111
https://kinbi.pref.niigata.lg.jp/
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